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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第3四半期 235,302 11.4 21,268 19.6 25,814 25.6 16,475 31.6
25年3月期第3四半期 211,191 13.9 17,777 36.6 20,561 40.1 12,514 21.1

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 28,456百万円 （82.1％） 25年3月期第3四半期 15,630百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第3四半期 61.83 ―
25年3月期第3四半期 46.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 393,235 249,487 55.7
25年3月期 362,625 222,798 54.6
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 219,163百万円 25年3月期 197,860百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無  

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
26年3月期 ― 7.00 ―
26年3月期（予想） 7.00 14.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 330,000 12.2 29,000 20.0 33,000 16.4 20,000 12.6 75.06



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想などの将来予想情報に関す
る説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 272,623,270 株 25年3月期 272,623,270 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 6,185,718 株 25年3月期 6,131,804 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 266,467,846 株 25年3月期3Q 266,557,810 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間における世界経済は、インドをはじめとする新興国経済に鈍化の動きがあったものの

なお拡大が続き、欧州経済に持ち直しの兆しや、アメリカ経済の緩やかな回復もあり、弱いながらも回復基調が続

きました。わが国経済は、円安をはじめとするアベノミクスの効果もあり、民間需要にも回復の兆しがみられ、景

気が本格的な回復へと向かうことが期待される状況となりました。 

 当社グループの連結業績につきましては、国内においては、期初に自動車生産の低迷の影響などを受けました

が、第２四半期以降、自動車生産の回復、震災復興、消費税増税前の駆け込みもあり、塗料需要が増加し、業績が

回復いたしました。海外においては、新興国の経済成長に鈍化の動きがみられたものの、依然として塗料需要の拡

大は続き、業績は拡大いたしました。このほか、固定資産売却益を計上いたしました。 

 これらの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における売上高は2,353億2百万円（前年同期比11.4％

増）、営業利益は212億68百万円（前年同期比19.6％増）、経常利益は258億14百万円（前年同期比25.6％増）、四

半期純利益は164億75百万円（前年同期比31.6％増）となりました。 
  

  各セグメントの状況は以下のとおりであります。 
  

≪日本≫ 

 自動車新車用分野では、第１四半期は、エコカー補助金制度の終了等の影響による自動車生産台数の減少もあ

り、売上は減少いたしましたが、第２四半期以降は回復に転じました。工業分野では、自動車部品用需要の回復の

ほか消費税増税前の駆け込み需要、建築分野では、戸建・マンション改修工事全般での消費税増税前の駆け込み需

要に加え、戦略製品の拡販、防食分野では、公共事業をはじめとする需要増加もあり、売上はそれぞれ伸長いたし

ました。自動車補修用分野では、市況の低迷の影響を受けました。また、原材料価格が上昇し、収益を圧迫しまし

たが、引き続きトータルコスト低減への取り組みを推進いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は1,145億66百万円（前年同期比2.5％増）、経常利益は136億44百万円

（前年同期比13.7％増）となりました。 
  

≪インド≫ 

 自動車分野では、国内の自動車生産台数は減少したものの、主要顧客の生産台数が増加したことに加え、売上価

格の是正もあり、売上は伸長いたしました。建築分野においても、国内経済成長に鈍化の動きがみられましたが、

依然として需要拡大が続きました。一方、ルピー安による原材料価格の高騰等の影響もありましたが、売上増加が

カバーし、業績の拡大が続きました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は416億76百万円（前年同期比20.4％増）、経常利益は41億81百万円（前

年同期比18.5％増）となりました。 
  

≪アジア≫ 

 タイにおいては、期間前半には堅調であった自動車生産が、期間後半に新車購入支援策終了等による需要落ち込

みの影響を受けたものの、期間累計では前年を上回り、また、インドネシアにおいても、経済成長に鈍化の動きが

みられたものの、内需拡大が続き増収増益となりました。中国においては、日中関係悪化の影響による主要顧客向

け需要の減少は、第２四半期以降は昨年並みの水準まで戻るとともに、為替換算の影響もあり、業績は回復いたし

ました。このほか、平成24年４月に連結子会社化したインドネシアの、PT.KANSAI PRAKARSA COATINGSの業績が連

結業績に寄与いたしました。一方、同社の株式取得に伴い発生したのれんの償却を計上いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は428億円（前年同期比29.1％増）、経常利益は62億39百万円（前年同期

比62.3％増）となりました。 
  

≪アフリカ≫ 

  欧州経済低迷による国内経済の伸び悩み、原材料価格高騰等の影響もありましたが、売上伸長が続くとともに、

期間後半には、欧州経済の持ち直しの兆しとともに売上伸長ペースが増加し、収益は向上いたしました。一方、

KANSAI PLASCON AFRICA LTD.の株式取得に伴い発生したのれんの償却を計上いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は243億1百万円（前年同期比12.8％増）、経常利益は4億69百万円（前年

同期比19.9％増）となりました。 
  
  
≪その他≫ 

  欧州経済に持ち直しの兆しがみられ、トルコの内需の拡大基調も続き、特に工業分野の売上が伸長いたしまし

た。また、北米における自動車販売の増加に伴う、持分法による投資利益の増加が増益に寄与いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は119億58百万円（前年同期比18.9％増）、経常利益は12億79百万円（前

年同期比61.0％増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する説明 

（総資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産額は、 億35百万円となり、前連結会計年度末と比べ、306億10百万円

の増加となりました。これは、主に受取手形及び売掛金、投資有価証券の増加によるものであります。 

  

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、 億47百万円となり、前連結会計年度末と比べ、39億20百万円

の増加となりました。これは、主に支払手形及び買掛金の増加によるものであります。 

  

（純資産）  

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、 億87百万円となり、前連結会計年度末と比べ、266億89百万

円の増加となりました。   

      

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 現時点では、平成25年５月10日発表の通期連結業績予想を変更しておりません。 

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

3,932

1,437

2,494

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 53,538 55,806

受取手形及び売掛金 81,539 89,700

商品及び製品 22,726 24,178

仕掛品 3,969 4,422

原材料及び貯蔵品 13,820 13,370

その他 8,750 8,606

貸倒引当金 △1,321 △899

流動資産合計 183,023 195,184

固定資産   

有形固定資産 79,160 86,542

無形固定資産   

のれん 15,762 12,229

その他 14,110 12,759

無形固定資産合計 29,873 24,988

投資その他の資産   

投資有価証券 56,724 70,523

その他 15,366 18,142

貸倒引当金 △1,522 △2,146

投資その他の資産合計 70,568 86,518

固定資産合計 179,602 198,050

資産合計 362,625 393,235
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 54,430 60,092

短期借入金 13,423 5,580

関係会社短期借入金 2,580 2,580

未払法人税等 4,937 5,006

賞与引当金 3,681 2,684

その他 17,769 19,422

流動負債合計 96,822 95,366

固定負債   

社債 15,000 15,000

退職給付引当金 7,065 7,410

その他 20,938 25,970

固定負債合計 43,004 48,381

負債合計 139,826 143,747

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,658 25,658

資本剰余金 27,154 27,154

利益剰余金 142,807 155,806

自己株式 △4,851 △4,925

株主資本合計 190,768 203,694

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 18,663 25,152

繰延ヘッジ損益 △3 －

為替換算調整勘定 △11,567 △9,683

その他の包括利益累計額合計 7,092 15,468

少数株主持分 24,937 30,324

純資産合計 222,798 249,487

負債純資産合計 362,625 393,235
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 211,191 235,302

売上原価 148,317 163,724

売上総利益 62,874 71,577

販売費及び一般管理費 45,096 50,309

営業利益 17,777 21,268

営業外収益   

受取利息 161 207

受取配当金 832 1,028

持分法による投資利益 1,660 2,665

雑収入 1,092 1,622

営業外収益合計 3,747 5,523

営業外費用   

支払利息 548 453

社債利息 63 63

たな卸資産廃棄損 160 137

雑支出 192 322

営業外費用合計 964 977

経常利益 20,561 25,814

特別利益   

固定資産売却益 2,874 4,356

関係会社株式売却益 － 11

投資有価証券売却益 783 20

負ののれん発生益 149 348

事業譲渡益 120 －

特別利益合計 3,928 4,735

特別損失   

固定資産売却損 43 86

固定資産除却損 253 482

関係会社株式売却損 182 －

関係会社出資金売却損 19 －

投資有価証券評価損 1,631 17

減損損失 － 31

持分変動損失 － 374

厚生年金基金脱退拠出金 174 －

特別損失合計 2,303 992

税金等調整前四半期純利益 22,185 29,557

法人税等 7,602 10,103

少数株主損益調整前四半期純利益 14,583 19,454

少数株主利益 2,068 2,979

四半期純利益 12,514 16,475
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 14,583 19,454

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,376 6,691

繰延ヘッジ損益 － 3

為替換算調整勘定 △724 1,655

持分法適用会社に対する持分相当額 395 651

その他の包括利益合計 1,047 9,001

四半期包括利益 15,630 28,456

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 13,586 24,852

少数株主に係る四半期包括利益 2,044 3,604
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。     

    

Ｉ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、米国・欧州等の現地法人の事

業活動を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

４．日本以外の各セグメントに属する主な国又は地域 

インド……インド、ネパール  

アジア……タイ、中国、マレーシア等 

アフリカ……南アフリカ、ナミビア、ボツワナ等 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、米国・欧州等の現地法人の事

業活動を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

４．日本以外の各セグメントに属する主な国又は地域 

インド……インド、ネパール  

アジア……タイ、中国、マレーシア等 

アフリカ……南アフリカ、ナミビア、ボツワナ等   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  

報告セグメント 
その他 
(注１) 

合計 
調整額 
(注２) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注３) 

日本 インド アジア アフリカ 計 

売上高                   

(1）外部顧客への売上高  111,804  34,625  33,158  21,546  201,135  10,056  211,191  －  211,191

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 8,778  9  100  43  8,931  3  8,935  △8,935  －

計  120,582  34,634  33,259  21,589  210,066  10,060  220,127  △8,935  211,191

セグメント利益  12,000  3,529  3,843  392  19,765  795  20,560  0  20,561

  

報告セグメント 
その他 
(注１) 

合計 
調整額 
(注２) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注３) 

日本 インド アジア アフリカ 計 

売上高                   

(1）外部顧客への売上高  114,566  41,676  42,800  24,301  223,344  11,958  235,302  －  235,302

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 9,357  17  25  49  9,450  14  9,464  △9,464  －

計  123,924  41,693  42,825  24,351  232,794  11,972  244,766  △9,464  235,302

セグメント利益  13,644  4,181  6,239  469  24,534  1,279  25,814  －  25,814
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